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   未来へのステップ！ 
湘北インターンシップ！



湘北短期大学紹介 

【沿革】 
 昭和49年、学校法人ソニー学園により設立。情報メディア、総合ビジネス、 
 生活プロデュース、保育の４学科を擁する県内最大規模の短期大学      
 

【所在地】 
 神奈川県厚木市温水４２８ （小田急線「本厚木」駅よりスクールバス）   
 

【設置学科】 ※＜  ＞内はコース・フィールド 
 ★情報メディア学科 
      ＜ＩＴ、メディアデザイン、オフィスキャリア＞ 
 ★総合ビジネス学科 
      ＜ビジネス情報、経理・金融、ショップマネジメント、オフィスワーク、 
         観光ビジネス（観光エリア・留学エリア）＞   
 ★生活プロデュース学科 
      ＜ファッション、フード、インテリアデザイン、子どもサービス＞ 
 ★保育学科   
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「社会でほんとうに役立つ人材を育てる」  →ソニー創設者   
故・井深大氏が開学時に語った言葉から生まれた教育理念 
 

「聞いている人」から       
「自分の考えを表現できる人」へ 

「誰かに決めてもらう人」から
「自分で実行する人」へ 

「覚える人」から「考える人」へ 

人間力の養成を目指した教育 
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実際のビジネス現場で、プロフェッショナルに囲まれての 
仕事体験を通じて、総合的な能力向上のきっかけを掴む 

自分で考え、判断して
仕事を進める力 

メンバーと共に取り組み
成果を挙げる力 

個々の仕事の意味を理解し
全体を把握する力 

湘北インターンシップの基本方針 



湘北インターンシップ科目 

科目名 概要 

夏季インターンシップ（短期） 夏季休暇中にインターンシップ参加
（１～２週間） 

夏季インターンシップ（長期） 夏季休暇中にインターンシップ参加
（３～４週間） 

春季インターンシップ（短期） 春季休暇中にインターンシップ参加
（１～２週間） 

春季インターンシップ（長期） 春季休暇中にインターンシップ参加
（３～４週間） 

インターンシップリテラシーＡ 夏季インターンシップ参加のための 
事前学習科目 

インターンシップリテラシーＢ 春季インターンシップ参加のための 
事前学習科目 
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湘北インターンシップの流れ 

 
   事前学習授業                       

「インターンシップリテラシー」         
（１単位） 

プレゼンテーション面接 

２年生による体験報告会 

２年生による個別相談会 
実習本番 

成績評価 

短期・長期インターンシップ（１・２単位） 

プレゼンテーション面接 

成績評価                        事後学習           
（実習報告会・レポート提出）                        
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湘北インターンシップの特徴 

【１】インターンシップ希望学生に対して選考を行わず、希望者は 
   全員参加できる 
   
【２】事前学習授業「インターンシップリテラシー」で徹底指導 
 
【３】インターンシップセンターが全学組織として機能し、全学科の 
  学生がインターンシップに参加できる体制を構築している 
 
【４】インターンシップセンターにオフィスコーディネーター（専任） 
    が常駐し、学生と実習先企業・団体の双方をしっかりサポート 
  
【５】全ての教員が実習先訪問を分担し、インターンシップに 
   関わっている 
 



8 

【１】 希望者は全員インターンシップに参加できる 

★インターンシップを本当に必要としている学生とは 
   →自らの将来像を見出せない学生 
   →アクションを起こせない学生 
   →暗い印象の学生 
   →インターンシップに行きたがらない学生 
                                 
    
  インターンシップの本来の意味のひとつは、こうした学生を 
  参加させることである （このレベルの学生の質の向上） 
 
 

★入学時オリエンテーションにて、インターンシップセンターが 
  全学科の新入生に対してインターンシップ参加を促す 
  →平成２６年度は全学科で９０％を超える学生が参加予定  
 

★実習先企業に学生参加の方針を明確に伝える 
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【２】 事前学習授業「インターンシップリテラシー」 

★前期・後期授業期間に正規科目として開講し、夏期・春期 
  インターンシップに対応（全１５回） 
 

★汎用性の高いインターンシップ専用ワークブック式テキスト 
  「ワークで学ぶインターンシップリテラシー」を使用 
 

★授業の基本スタイルはグループワーク 
 

★学科やコースの枠を超えた混合クラス編成 
 

★教員もクラスを交換しながら担当する 
 

★どんな学生もインターンシップ参加レベルまで引き上げる 
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【２】 「インターンシップリテラシー」使用テキスト 

★インターンシップの意義 

★ビジネスマナー 

★業種・職種研究 

★インターンシップケーススタディ 

★履歴書作成 

★事前訪問について 

★直前にすべきこと 

★事後学習 

あえて専門性を除外し、全ての学生
が消化できるプログラム 
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【３】 インターンシップセンターの体制と機能 

＜体制＞     
         インターンシップセンター長（教員） 
              〃    副センター長（教員） 
            |                  |   
センターメンバー（教員・職員）  オフィスコーディネーター（職員） 
 
＜機能＞ 
★全学科から教員が参画し、インターンシップセンターと学科が 
  連携してインターンシップを推進する 
 

★キャリアサポート部（就職支援部門）からも職員が運営に携わる 
 

★オフィスコーディネーターは事務統括と合わせて、学生相談や 
  教員対応、実習先担当者との連絡・交渉が重要な職務となる 
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【４】 「オフィスコーディネーター」 の機能イメージ 

オフィスコーディネーター 

インターンシップセンター長 

学生 

インターンシップ担当教員 

実習先 
企業・団体 
担当者 
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【４】 「オフィスコーディネーター」 とは 

＜職務＞ 
 ★インターンシップセンター事務全般 
 

 ★インターンシップ担当教員業務補助 
 

 ★学生からの相談対応 
 

 ★企業担当者との連絡及び交渉 
 

 ★インターンシップ実習期間中の企業訪問 
 
 
 

事務処理能力以上に「人と向き合うこと」ができる素養が必須 
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【４】 「オフィスコーディネーター」 任用による効果 

★インターンシップ担当教員の負担が大幅に軽減 
  →教員から大好評 
 

★大学としてインターンシップに関する窓口が一本化した 
  →企業担当者との連絡がスムーズになり、企業側から様々な 
    相談を受けるなど、大学の信用度も大きくアップ 
 

★学生にとって、オフィスコーディネーターは教員よりも気軽に 
  相談できる存在 
  →オフィスコーディネーターを通じて、教員も学生の実態が 
    把握しやすくなった 
 

★学科間のヨコの連携が円滑に進むようになった 
  →インターンシップ以外の要素についての相互理解が 
    より深められた 
 
 
 



【５】 教員のインターンシップに対する意識改革 

＜教員の本音＞ 
   →研究活動と授業以外の仕事はできるだけ避けたい 
   →インターンシップ先訪問等で企業人と関わるのは面倒 
    
 
＜教員が認識すべきことは＞ 
★ゼミ学生の就職内定状況がアップする 
★企業の人事担当者等との交流により、どのような学生が社会で 
  求められているか理解できるようになる 
★学生へ的確なアドバイスができるようになり、ゼミの評判が上がる 
 
 
＜大学がなすべきことは＞ 
★教授会等の場において、インターンシップが間接的に教員の 
  負担の軽減につながるものであることを周知する 
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インターンシップを発展させるための方策 

１．インターンシップ専門組織の設置 
  大学内の機能が明確になり、学生及び企業からの信用が 
  高まる 
 
２．専らインターンシップ業務に携わるコーディネーターの任用 
  新規に採用しなくても、学内に適任者がいれば任用する 
   
 

３．教員の意識改革 
  インターンシップ成功教員を地道に増やしていく 
   
 
 
 
 



企業向けインターンシップ紹介リーフレット（表紙） 
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企業向けインターンシップ紹介リーフレット（P1） 
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企業向けインターンシップ紹介リーフレット（P2） 
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企業向けインターシップ紹介リーフレット（裏表紙） 
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湘北インターンシップ実習先（平成25年度） 

ソニー                           竹中工務店      
ソニーLSIデザイン                  東京ガス中央エネルギー 
ソニー銀行                 東名厚木病院 
ソニーコーポレートサービス          野村證券  
ソニーマーケティング              日立システムズ 
ソニーリージョナルセールス    ヒルトン小田原リゾート＆スパ 
厚木市農業協同組合        三井住友銀行 
海老名商工会議所          三越伊勢丹 
小田急トラベル             ヤマハリビングテック 
小田急リゾーツ                横浜銀行 
鎌倉プリンスホテル                横浜ベイホテル東急 
タウンニュース社             横浜ロイヤルパークホテル   
高砂熱学工業                        他全92社                                                          
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未来へのステップ！ 
湘北インターンシップ！ 

ソニーコーポレートサービス株式会社でのインターンシップ風景 



株式会社ワールド（UNTITLED)でのインターンシップ風景 

未来へのステップ！ 
湘北インターンシップ！ 
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インターンシップの本来の意味とは 
 

インターンシップを本当に必要としている学生のために 
 

湘北短期大学 

総合ビジネス学科 教授        
インターンシップセンター長 
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   未来へのステップ！               
湘北インターンシップ！ 
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